
ホタテ親子和え
三陸産のホタテを使用した手作り商
品。ウニ風味なホタテの赤タマゴが炊
きたてご飯によく合います。
［120g・瓶詰／480 円（税別）］
※パック詰／420 円（税別）もあり

㈱五十集屋 ＜大船渡市＞
岩手県大船渡市三陸町越喜来字仲崎浜14-1
TEL 0192-44-3477

わかめ旨だし
わかめの葉から茎まで、
まるごと１本細かくして
味付けしました。
［200g ／278 円（税別）］

田老町漁業協同組合 
＜宮古市＞
岩手県宮古市田老字野原70
TEL 0193-87-2221

三陸わかめの大黒柱
かつお
三陸わかめの太茎を、自然甘味（椿茶）と海塩を使い、
滋味健康を追求した純国産無添加の佃煮です。
［110g ／ 700 円（税別）］

㈱バンザイ・ファクトリー ＜大船渡市＞
岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前7-7　TEL 0192-47-4123

トマさんソース ミートソース風
大船渡のさんまを自社栽培フルーツトマトで
煮込んだ、新たな美味しさを発見できる一品です。
［300g ／ 583 円（税別）］

（一社）かたつむり ＜大船渡市＞
岩手県大船渡市猪川町中井沢97-1　TEL 0192-26-2134

一分懐石＜さんまカレー煮＞
大船渡に水揚げされた最高のさんまをカレー味のタレ
に漬け込み骨を抜いてから柔らかく煮込みました。
［100g ／ 500 円（税別）］

及川冷蔵㈱ ＜大船渡市＞
岩手県大船渡市大船渡町字中港3-100　TEL 0192-27-1251

北三陸コロッケ
（うにとホタテのクリームコロッケ）
洋野町産うにの風味と、大きく切った
野田村ホタテの食感が一度に味わえます。
［４個入り／1,500 円（税込） 2 個入り／800 円（税込）］

㈱翔庵フードサービス ＜久慈市＞
岩手県久慈市川崎町3-8-86　TEL 0194-52-8844

手作り　えごま油入りラー油
岩手県産のイサダ、のだ塩、えごま油に、
沖縄の島とうがらしと黒糖を使用した、
岩手と沖縄が融合した商品です。
［85g ／519 円（税別）］

㈲アルバ ＜北上市＞
岩手県北上市和賀町藤根25-16-2
TEL 0197-71-7285
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　岩手県では、平成31年２月１日に、「平成30年度復興シーフードショー
IWATE」を開催しました。このイベントは、東日本大震災津波や平成28年
台風第10号で、甚大な被害を受けながら、大変な苦労を乗り越え、復旧・
復興に取り組んでいる本県水産業の姿を、全国に広く情報発信するととも
に、本格復興を推進するため開催されたものです。
　その中で実施された「第20回岩手県水産加工品コンクール」において、
出品商品112点（32社）の中から14点の入賞商品をご紹介します。

復興シーフードショー IWATE

平成30年度

岩手県
水産加工品コンクール

受賞商品

当コンクールで通常の審査のほか、岩手のオリジナル米（銀河のしずく、金色の風）が２年連続でデビューしたことを
受けて「おにぎりの具！」を特別テーマとした審査も行いました。左のマークが付いている商品は、「おにぎりの具！」
に選定された商品です。



しまかの煮あなご丼
宮古に水揚げされる大きなアナゴを骨切りし、
焼いて蒸して、特製ダレにつけ込みました。
［110g ／680 円（税別）］

丸友しまか㈲ ＜宮古市＞
岩手県宮古市千徳第13地割32-15　TEL 0193-62-1332

さば味噌カツ
三陸産のサバを甘めの味噌で味付けしパン粉を付けた
業務用商品。カツサンド風にしてもOKです。
［１kg ／1,000 円（税別）］

小豆嶋漁業㈱ ＜大槌町＞
岩手県大槌町安渡3-12-12　TEL 0193-42-2923

ほやべっぴん
三陸産ほやを丁寧に下処理し、
のしいかのように食べやすくしました。
［10g ／400 円（税別）］

㈲木村商店 ＜山田町＞
岩手県山田町豊間根7-30　TEL 0193-83-5510

混ぜ込み茎わかめ
三陸産の茎わかめを使用した混ぜご飯の素。
茎わかめのコリコリとした食感も楽しめます。
［110g ／450 円（税別）］

さんりく工房㈱ ＜釜石市＞
岩手県釜石市大町1-5-1　TEL 019-681-9365（盛岡事業所）

洋野うに牧場の四年うに 
うにジュレ［フォン・ド・ボー］＋うにフラン
「洋野うに牧場の四年うに」を、相性のよい
フォン・ド・ボーのジュレで包みました。
［80g ／2,678 円（税別）］

㈱ひろの屋 ＜洋野町＞
岩手県九戸郡洋野町種市22-131-18　TEL 0194-65-2408

三陸イサダそうめん
岩手県産有機栽培ナンブコムギと「のだ塩」だけで
作った生地に、岩手県産「イサダ（ツノナシオキアミ）」
を練りこみ、風味豊かなそうめんに。オール岩手で
作られ、岩手の大地と海の恵みを堪能できます。
［200g ／380 円（税別）］

古舘製麺所  ＜軽米町＞
岩手県九戸郡軽米町軽米8-139　TEL 0195-46-2301

昆布〆め味噌仕込はらこ
三陸で漁獲された新鮮ないくらを、無添加みそと自然
調味料で仕込み、三陸産の昆布を添えることで旨味を
さらに引き立てた筋子の商品です。
［100g ／1,400 円（税別）］

マルヤマ山根商店  ＜宮古市＞
岩手県宮古市田老古田75-4　TEL 0193-63-1456
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